
      〒503-0911 大垣市室本町5-51  

図書館で暮らしを創ろう make your Life & our  Culture ! 

7月22日 

もうすぐ咲きそうです。 
7月27日 

咲き始めました。 

図書館のひまわり 

観察日記 



①「平和」の絵本や本を読んで、感想や、印象に残っ

たことを絵に描いてみよう。 

②「平和」をイメージしたイラストを描いてみよう。 

※画用紙は図書館でお渡しします。 

※応募画提出先：図書館（大垣・上石津・墨俣） 

【募集期間】7/1～8/31 

【展示期間】8/1～9/29 

【展示場所】大垣市立図書館（8/1～9/2） 

      大垣市役所     (9/5～9/9) 

            墨俣さくら会館（9/14～9/29） 

期間中、図書館では、「平和」

に関する本を展示・貸出し 

しています。 

新しい本との出会いがあるかもしれません。 

※ひとり（１カードにつき）１袋までです。 

 児童本につき、小学生以下のかたのご利用に 

 限定させていただきます。 

 数に限りがあります。お早めにご利用ください。 

どんな絵本が入って 

いるのかな？ 

平和を願う私のおすすめ本 

＜タイトル＞ 伝記 すぎはらちうね 

＜メッセージ＞ちうねの生きた時代は、せんそう

が多く、命を助けるためにはビザが必要で、ビ

ザを書くしごとのちうねの伝記です。 

投稿いただきました 

杉原千畝 
渡辺勝正/監修 

280.8/シヨ 

小学館 

杉原千畝と命のビザ 
ケン・モツヅキ/作 

EG/モチ 

汐文社 

はじめて出会う絵本コーナーで、どれを借りた

らいいか迷った方のために、まずは借りてみよ

う「ブックスタートパック」を準備しました。

どうぞ、ご利用ください。（大垣のみ） 

借りる本に悩んだら 

ブックスタートパック 



展示テーマ 本の紹介 内  容 場  所

きせつのえほん
夏といえば…の本を紹介中です。おばけの本も展示して

います。怖い本とあまり怖くない本を表示してあります

ので、好みに合わせて選んでみてくださいね。

児童閲覧室

夏休みの自由研究・工作の本
自由研究や科学作品、工作、作文…夏休みの宿題の参考

になる本を展示します。
児童閲覧室

おやさい おいしいね
8月31日は”野菜の日”です。野菜の日にちなんで野菜

をテーマにした絵本を展示します。
児童閲覧室

夜空を楽しもう
夜空を見上げてみませんか？綺麗な月や星をながめなが

らほっと息をつきましょう。
YAコーナー

近くでお手軽・お気らく
癒し旅

東海三県を中心に本をあつめてみました。近くに旅行し

てみませんか？また新しい発見があるかも…
生活情報コーナー

熱中症
今年も暑い夏がやってきます。熱中症対策など、暑い夏

を乗り切る本を集めました。
生活情報コーナー

平和
平和の絵本や本を読んだ、読書感想画やポスターを募集

しています。

家族の暮らし

応援コーナー

お母さん司書が作った
「読書感想文の書き方」

夏休みの宿題、読書感想文は、お母さん司書が作った

「読書感想文の書き方」を参考に書いてみませんか。

家族の暮らし

応援コーナー

こわい小説
怖い小説を集めてみました。

暑い夏、読めば気持ちだけでも涼しくなれるかも・・？
一般閲覧室

博物館♡大好き！
日本最古の博物館、東京国立博物館は、2022年3月に

創立150周年を迎えました。それにちなんで博物館にま

つわる本を集めました。

一般閲覧室

山の本
今年は山岳小説の分野を拓いた新田次郎氏生誕110年

となります。また8月11日は山の日です。

山の本を読んでみませんか。

一般閲覧室

ぼたにかるいらすとれーしょん
～Four　seasons～展

四季の植物をテーマに、江馬細香の掛軸や和本を展示し

ています。スマホアプリ「ポケット学芸員」でも紹介し

ています。9月29日（木）まで。

３階郷土資料室

展示コーナー

夏休みのお役立ち本
夏の友に紹介された本、自由研究や工作、感想文などの

宿題に役立つ本を紹介します。
上石津

暑い夏に、熱い本を！
一生懸命さだったり、せつなさだったり…様々な気持ち

を感じて、胸が熱くなる小説やエッセイを紹介します。
上石津

山でリフレッシュしてみませ
んか？

8月11日は山の日です。国土の６～７割が山地の日本。

山に親しみ感謝をして、暑い夏を思い切り楽しみましょ

う！アウトドア、キャンプ、山登りなどの本を紹介して

います。

墨俣

展示のご案内 

※出典：『スイーツ歳時記&お菓子の記念日』 吉田菊次郎／著  

         【夏の味覚 氷菓】 
アイスクリームやシャーベットに代表される氷菓ももちろん夏を代表するお菓子である。日本では表示による決まりが

あり、乳固形分が15％以上で乳脂肪が8％以上のものをアイスクリームという。同じく乳固形分10％以上で乳脂肪

分が3％以上のものはアイスミルク、乳固形分3％以上で乳脂肪0％のものはラクトアイスとされている。なお、気温

が２８度ぐらいまではアイスクリーム類が売れるが、それ以上になると、乳脂肪の少ないもの、いわゆるシャーベットの

類が売れ始める。で、もっと気温が上がるとかき氷の世界になる。そのかき氷だが、あれも立派な氷菓の類で、イタ

リアではグラニテと呼ばれており、まさしく日本のかき氷そのものである。 



大垣市立図書館 TEL 0584-78-2622 FAX  0584-78-2775  

（上石津図書館 0584-45-3118 墨俣図書館 0584-84-3814） 

 

大垣市立図書館 

※行事等は新型コロナ感染症の

状況により、変更する場合があ

ります。詳しくは、図書館HP

でご確認ください。 

大垣市図書館 
 

Facebook Instagram 

図書館の最新情報やお知

らせ、図書館の裏を知るこ

とができたり、時には見逃

せない情報が出ます。ぜ

ひフォローしてください。 

大垣 
ふるさと古文書講座 

10：00～ 

乳幼児のためのおはなし会「おひざでだっこ」 
絵本の読み聞かせ、わらべうた、手遊びなど、親子でスキンシップを楽しみなが

らできるひとときをお過ごしください。 

大垣 
ふるさと歴史講座 

13：30～ 

大垣 
ふるさと歴史講座 

13：30～ 

   大 垣  8/3（水）・8/4（木）・8/5（金） 

      13：30～15：00 
 ※４か月児、１０か月児、１歳６か月児健康診査の方に、 

  「読み聞かせ」体験のご案内をしております。 
 

 上石津・墨俣 4か月児健康診査時のブックスタートを再開しました。 

 ※１０か月児、１歳６か月児健康診査の方に、「読み聞かせ」体験の 

  ご案内をしております。  

大 垣  毎月第２・４水曜日    10：30～ 

上石津  毎週木曜日      10：30～ 

墨 俣  毎週金曜日      10：30～ 

 ※各館、休館日となった場合の振替はありません。 

ブックスタートの「読み聞かせ」体験  

8月　カレンダー
大垣

日 月 火 水 木 金 土
7/31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 9/1 9/2 9/3

山の日 

上石津 墨俣

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
7/31 1 2 3 4 5 6 7/31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 9/1 9/2 9/3 28 29 30 31 9/1 9/2 9/3

 
学校では学べない 

ふるさと歴史教室 

10：00～ 

 
学校では学べない 

ふるさと歴史教室 

10：00～ 


